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■	 施設所在地一覧
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その他の地区
施設名 住所・郵便番号（県名のないものは宮城県） 代表電話番号

●① 西澤潤一記念研究センター
（マイクロシステム融合研究開発センター） 〒980－0845　仙台市青葉区荒巻字青葉519-1176 022（229）4113

●②
国際交流会館三条第一会館 〒981－0935　仙台市青葉区三条町19-1 022（275）9901
ユニバーシティ・ハウス三条 〒981－0935　仙台市青葉区三条町19-1 022（274）7305
国際交流会館三条第二会館 〒981－0935　仙台市青葉区三条町10-15 022（718）7850

●③ 国際交流会館東仙台会館 〒983－0833　仙台市宮城野区東仙台6-14-15 022（293）5591
●④ 電子光理学研究センター 〒982－0826　仙台市太白区三神峯1-2-1 022（743）3440

⑤ 理学研究科附属惑星プラズマ・大気研究センター
惑星圏女川観測所 〒986－2204　牡鹿郡女川町桐ヶ崎字桐ヶ崎 0225（53）3374

⑥ 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター 〒986－2242　牡鹿郡女川町小乗浜字向15 0225（53）2436

⑦ 農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
（教育関係共同利用拠点） 〒989－6711　大崎市鳴子温泉字蓬田232-3 0229（84）7312

⑧ 川渡共同セミナーセンター 〒989－6711　大崎市鳴子温泉字原75 0229（84）7309
⑨ 生命科学研究科湛水生態系野外実験施設 〒989－4104　大崎市鹿島台町広長字内ノ浦134-2 0229（56）2020
⑩ 理学研究科附属惑星プラズマ・大気研究センター 惑星圏蔵王観測所 〒989－0916　刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 0224（34）2743
⑪ 生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センター 〒039－3501　青森県青森市大字浅虫字坂本9 017（752）3388
⑫ 学術資源研究公開センター植物園八甲田山分園 〒030－0111　青森県青森市大字荒川字南荒川山1-1 017（738）0621

⑬ 理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター
（秋田県地震観測所） 〒011－0936　秋田県秋田市将軍野南1-14-46 018（845）8716

⑭ 理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター
（本荘地震観測所） 〒015－0091　秋田県由利本荘市大簗 0184（29）2124

⑮ 理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター
（三陸地震観測所） 〒022－0101　岩手県大船渡市三陸町越喜来字小泊114 0192（44）2107

⑯ 理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター
（遠野地震観測所） 〒028－0545　岩手県遠野市松崎町駒木4-120-74 0198（62）2800

⑰ 金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター 〒311－1313　茨城県東茨城郡大洗町成田町2145-2 029（267）3181

⑱
金属材料研究所附属研究施設関西センター（大阪オフィス） 〒599－8531　�大阪府堺市中区学園町1-2 大阪府立大学内

� 　　　地域連携研究機構8階 072（254）6372

金属材料研究所附属研究施設関西センター（兵庫オフィス） 〒671－2280　�兵庫県姫路市書写2167 兵庫県立大学内
� 　　　インキュベーションセンター2階 079（260）7209

⑲ 理学研究科附属惑星プラズマ・大気研究センター 惑星圏飯舘観測所 〒960－1636　福島県相馬郡飯舘村前田 0244（42）0530

⑳ ニュートリノ科学研究センター
液体シンチレータ反ニュートリノ観測施設 〒506－1205　岐阜県飛騨市神岡町東茂住上町408 0578（85）0030

㉑ 省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンターつくば分室 〒305－8569　茨城県つくば市小野川16-1 029（852）0830
㉒ 東北大学東京分室 〒100－0005　東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー10階 03（3218）9612
㉓ 東北大学米国代表事務所（Tohoku�University�US�Office）

㉔ 東北大学中国代表事務所
（Tohoku�University�China�Office）

北京市中 村北四 西路33号　中国科学院文献情報中心616号室
日本学術振興会北京研究連絡センター内 +86-10-6253-8332

㉕ 東北大学ロシア代表事務所
（Tohoku�University�Russia�Office）

Department�of�Low�Temperature�Physics�and�Super�conductivity,�Faculty�of�Physics,�
M.V.Lomonosov�Moscow�State�University,�Leninskie�gory,�1,�Moscow�119899,�Russia +7-495-961-4489

㉖ 東北大学ロシア代表事務所シベリア支部
（Tohoku�University�Russia�Office�Siberia�Branch）

Exhibition�Center,�Zolotodolinskaya�Street,�11,�Novosibirsk,�
630090,�Russia +7-383-330-2392

㉗ 東北大学大学院環境科学研究科環境リーダープログラム
（インドネシア・バンドン工科大学内）

Institut�Teknologi�Bandung,�JL�Ganesha�10,�Bandung,�
40132,�Indonesia +62-22-251-0440

（入居収容室数）

課外活動施設
施設名称 住所 代表電話番号

評定河原運動場・合宿所 〒980-0815　仙台市青葉区花壇2-1
名取ボート艇庫・合宿所 〒981-1201　名取市下増田字屋敷10-1
戸田ボート艇庫・合宿所 〒335-0024　埼玉県戸田市戸田公園5-50 048-447-0658
七ヶ浜ヨット艇庫・合宿所 〒985-0802　宮城郡七ヶ浜町吉田浜字浜屋敷61-5
萩雪ヒュッテ 〒990-2301　山形県山形市蔵王温泉荒敷820-1 0236-94-9094
清渓小屋 〒980-0800　刈田郡蔵王町字倉石岳国有林305口林小班
片平中央体育館 〒980-8577　仙台市青葉区片平2-1-1
片平（2・4・5・6）ホール 　　　　　　　　　　〃
片平テニスコート 　　　　　　　　　　〃
富沢野球場 〒982-0826　仙台市太白区三神峯1-5
富沢自動車部練習場 〒982-0826　仙台市太白区三神峯1-6
青葉山馬場 〒980-0845　仙台市青葉区荒巻字青葉6-3
川内ホール 〒980-8576　仙台市青葉区川内41
川内サークル会館 　　　　　　　　　　〃
課外活動室Ａ 　　　　　　　　　　〃
サークル部室Ｅ・Ｆ・Ｇ 　　　　　　　　　　〃
川内サブアリーナ棟 　　　　　　　　　　〃

学寮、国際交流会館、ユニバーシティ・ハウス、応急学生寄宿舎
施設名称 概要 所在地 電話番号

日就寮（男子） 収容定員103名 〒982－0832　仙台市太白区八木山緑町16-3� 022-229-1858
以文寮（男子） 　〃　　96名 〒982－0832　　　　　　　〃� 022-229-5392
霽風寮（男子） 　〃　　81名 〒982－0832　　　　　　　〃� 022-229-4954
如春寮（女子） 　〃　　64名 〒981－0935　仙台市青葉区三条町19-1� 022-272-9857
明善寮（男子） 　〃�　160名 〒980－0011　仙台市青葉区上杉6丁目3-2� 022-234-0134
松風寮（男子） 　〃�　150名 〒980－0011　　　　　　　〃� 022-275-1221
ユニバーシティ・ハウス三条（男子、女子、留学生） 　〃�　416名 〒981－0935　仙台市青葉区三条町19-1� 022-274-7305
国際交流会館三条第一会館（留学生、外国人研究者） 　〃�　254名 〒981－0935　　　　　　　〃� 022-275-9901
国際交流会館三条第二会館（留学生） 　〃�　108名 〒981－0935　仙台市青葉区三条町10-15 022-718-7850
国際交流会館東仙台会館（留学生） 〃　　79名 〒983－0833　仙台市宮城野区東仙台6-14-15� 022-293-5590
応急学生寄宿舎（川内地区）（男子、女子、留学生） 〃　　64名 〒980－8576　仙台市青葉区川内41

学生支援課生活支援係
022-795-3944

応急学生寄宿舎（三条地区）（男子、女子、留学生） 　〃�　208名 〒981－0935　仙台市青葉区三条町19-1�
応急学生寄宿舎（上杉地区）（男子、女子、留学生） 　〃　　32名 〒980－0011　仙台市青葉区上杉六丁目3-2
応急学生寄宿舎（長町地区）（男子、女子、留学生） 　〃　　48名 〒982－0011　仙台市太白区長町八丁目2

ユニバーシティ・ハウス三条
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